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病いはいつ何時でも人々に訪れるものであり、それは病いを生きる個々人にさまざまな

影響をもたらす。病いはときにその人の人生を一変させ、その人に新しい生き方を余儀な

くさせる。病いとは単なる医学的・病理学的な事実であるだけでなく、多くの場合、病い

を患う個々の人間がそれとともに生きていかざるをえないものであり、その意味で、それ

は個々人の生のあり方と切り離すことができない。それでは、病いは個人の生のあり方に

どのような影響をもたらすのだろうか。

本稿では、病いが個々の人間に対してもたらしうる影響について哲学的-人間学的な観

点から考察することにしたい。病いは人間の生に対してさまざまな影響をもたらすと考え

られるが、なかでも本稿でとくに注目したいのは、人間のもつ苦悩（suffering)という現

象である。一般に病気はさまざまな苦痛（pain）を伴うものであるが、これらの苦痛は

多くの場合、人間の身体に生じる出来事である 。それに対して、苦悩とは我々の人格、

つまり自己の存在に関わる出来事である。我々は病気にかかったとき、さまざまな身体的

症状や苦痛に苦しむが、ときには、それを通じて自己自身の人格もまた脅威にさらされ、

傷を受けることがある。苦悩とはまさにこうした病気によってもたらされる「人格の統合

性に対する脅威」（Cassell,1991,46）に他ならない。我々が病いを生きるということは、

単にそのつどの身体的症状や苦痛を耐えながら生きることを意味するだけでなく、それら

の体験を通じて、一人の人格としての自己がさまざまな苦悩を引き受けながら生きること

をも意味している。したがって、病いが個々の人間にもたらす影響を明らかにするために

は、病いが個々の人間に対してもたらしうる苦悩のあり方にも焦点を当てなければならな

い。

だが、もし病いが個々の人間の人格に影響を及ぼす出来事であるならば、我々は医学が

本来目指すべき目的についても再考する必要があるかもしれない。近代から現代にかけて

の西洋医学は、病気を人間の身体の内部に生じる病理学的な異変とみなし、その異変を正

確に診断した上で治療することを主眼としてきた。だが、もし病いという現象が患者の身

体の内部に生じる病理学的出来事であるだけでなく、個々の人間に苦悩をもたらす出来事

であるとするならば、医学はそのような人間の苦悩に対しても適切に対処する準備が出来

ていなければならない。そして、それは医学に対して従来の診断や治療とは別の目的を課

すかもしれない。本稿では、とりわけ後半において、患者の苦悩を癒すこと（healing）
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が医学において有している意味や重要性について考察することにしたい。

１．病いに対する二つの見方

病いという現象が人間にもたらす影響を考察するためには、まず病い（病気、疾患）と

いう概念が意味するものを明らかにしておく必要がある。以下では、医学における病気概

念を、ⅰ）現代の生物医学モデルにおける疾患（disease）としての病気概念と、ⅱ）患

者自身にとっての病い（illness）の概念とを対比しながら考察することにしたい。

ⅰ）生物医学モデルにおける疾患

現代医学において病気という概念を主に規定しているのは、西洋医学において確立され

た疾患の概念である。医学、とりわけ近代から現代にかけての西洋医学は人間の精神を身

体から切り離し、病気という現象をもっぱら人間の身体の内部で起こる客観的な事象とし

て捉えようとしてきた。そこでは人間の身体は細胞・組織・器官の集まりからなる一つの

物質であり、生理学的・解剖学的な法則性に支配された一つの有機的統合体として理解さ

れている。このような生物医学モデルに準拠した現代医学は、病気を何らかの原因によっ

て人間の身体の特定の部位に引き起こされる病理学的な異変（病理生理学的な異変、病理

解剖学的な異変）として捉えることを基本としている。言い換えれば、現代医学における

病気とは、人間の身体の背後に想定された一つの病理学的な過程や病理学的な事実であ

り、医学的な疾患の分類概念によって明確に定義された一つの実体である。医師は患者の

身体の症状から、その背後に一定の疾患を想定し、生理学的な検査データや映像、グラフ

などを参照することで、その疾患を特定して治療しようと試みる。

このような生物医学モデルに準拠した現代医学は、感染症や急性疾患のような一定の対

処法が確立されている疾患に対しては非常に大きな威力を発揮してきた。しかしながら、

この生物医学モデルは、とくに慢性病の患者や治療法のない重度の疾患をもつ患者が対象

になる場合には、必ずしも十分な効果を挙げてきたとは言い難い。それはこのモデルが、

必ずしもそれらの患者の利益に結びつくとはいえない諸前提を原理的に内包していると思

われるからである。

まず生物医学モデルは人間の精神を身体から切り離し、病気を人間の身体の内部で生起

する出来事であると想定している。このような想定はデカルト以降の心身二元論の枠組み

を前提しているともいえるが 、このような医学における人間の身体への焦点化は、患者の

身体を、それを現に生きている患者自身の個別的な状況から切り離してしまう 。さらにそ

れは疾患を生み出す身体内部の因果的なメカニズムに大きな関心を示すため、患者の身体

は因果的な法則性の単なる一例として捉えられることになる。その結果、患者の身体は

「個々の人間の身体とは無関係なものとして捉えられてしまう」（Toombs, 1993, 79）。生

物医学モデルは人間の身体を純粋な客体として捉えるため、患者の置かれた個別的状況や
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個々の患者に独自の身体経験は、医学にとっての関心事の枠外に置かれてしまう可能性が

あるのである。

また生物医学モデルの医学は、疾患の治療を主な目的としている。医師たちが診察の際

に患者の症状を聴くことも、身体の異常を検査することも、また疾患を発見して診断を下

すことも、基本的には疾患を治療するという目的へと方向づけられている。だがその場

合、このような治療への焦点化は、もはや治療法のない患者に対する関心を失わせ、その

結果、医師たちは「慢性病患者の実存的な苦境に対処する必要性から注意を逸らしてしま

う」（Toombs,1995a,12）可能性がある。およそ医師にとって、治療することができない

ことは失敗とみなされ、慢性病患者や終末期患者などの治療の困難な患者は、「『なすべき

ことはもはや何もない』と言われるために、医療専門家から『見捨てられた』気持ちにな

る」（ibid.）。こうして疾患の治療に定位した生物医学モデルは、治療法のない患者を医

師たちの関心の枠外に置き、彼らを孤独感や疎外感のうちに追いやる可能性を含んでい

る。

以上から分かる通り、生物医学モデルに準拠した病気観は、疾患の治療に対するその極

めて大きな効能にもかかわらず、人間の身体とその疾患の治療に照準を合わせることによ

って、個々の患者の置かれた個別的状況に対する十分な関心を見失わせ、治療困難な患者

を医療の外部へと排除する可能性を含んでいるといえる。その意味で、このようなモデル

に立脚した病気概念だけでは、必ずしも病気という現象の本質を捉えることはできない。

ⅱ）患者にとっての病気

これに対して、患者自身にとっての病気とは、身体の内部で生起する単なる生理学的な

過程や病理学的な異変ではない。そもそも身体とは因果的なメカニズムに従う単なる有機

体ではなく、むしろ個々の人間がそれとともに生きていくものであり、それを通じて人間

が周囲世界の事物や他者へと関わっていくものである。言い換えれば、身体とは世界のう

ちを生きる自己の存在の根幹にあって、その世界への関わりをつねに背後で支えるもので

あり、その意味でそれは自己の 世界－内－存在の媒体> をなすものである。

身体とはそれを生きる主体をその根幹において規定するものであるが、そうである以

上、病気による身体の状態の変化は、自己の存在のあり方にも大きな影響を及ぼさざるを

えない。ここでいう自己とは、身体を介して周囲世界の事物や他者へとさまざまな仕方で

関わると同時に、自己自身をもたえず配慮しつつある存在である。またそれはそのつどの

瞬間的な現在を生きるだけでなく、さまざまな過去の歴史を背負いつつ、自己を未来の可

能性へと投企しつつある存在である。病いは患者の身体に影響を及ぼすことで、こうした

自己のあり方にも影響を及ぼし、患者の生の多様な局面にさまざまな変化をもたらす。そ

の意味で、病いとは、それを生きる個人の生と一体をなすものであり、病いによって患者

はこれまでとは異なる生き方を迫られることになる。アーサー・フランクはこうした病い
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と生との一体性について、自己の体験に基づきつつ、次のように記している。

病い（illness）とは疾患（disease）を生き抜く体験である。もし疾患の語りが身

体の測定に関わるものであるとすれば、病いの語りは、その故障している身体のうち

にある自己の存在の怖れやいらだたしさを語るものである。… 私の身体に起こって

いることは私の生にも起こる。私の生は体温や血液循環から成り立っているが、同時

に希望や落胆、喜びや悲しみからも出来上がっている。病いの語りのうちには、た
・
だ
・

の
・
身体といったものはなく、私が体験するものとしての私

・
の
・
身体があるだけである。

（Frank,2002,13,強調は原著者）

こうして病いは人間の身体に影響を及ぼすことで、同時に、その身体を生きる当人の生

のあり方にもさまざまな影響を及ぼしうる。したがって、我々が病いの問題を考察するに

際しては、身体の内部に存在する疾患に焦点を当てるだけでなく、病いが個々人の生の諸

局面にいかなる影響をもたらしうるかということも考慮に入れなければならない。

２．人格への脅威と苦悩

だが、病いが個人の生のあり方に変化をもたらすということは、同時に病いがその生を

生きる自己自身の存在に対しても一定の影響を及ぼすことを意味している。人間は生の多

様な局面を生きる中で、周囲世界の諸事物や他者とさまざまな仕方で交渉するが、その中

で、同時に自己自身の存在とも関わりながら生きている。だとするならば、病いは患者の

生のあり方に変化をもたらすことで、こうした患者の自己自身への関わりに対しても少な

からずの影響をもたらしうる。たとえば、身体の病いによって、患者の日常生活はさまざ

まな仕方で制限されるが、それによって患者は自分が普段担っている役割をこなせなくな

るかもしれず、そのことで患者は自己の社会的なアイデンティティを喪失するかもしれな

い。また自らの死に直面した患者は自らの存在の有限性を突きつけられ、自己の人生観そ

のものに重大な変更を迫られるかもしれない。このように、病いとは患者の生のあり方に

影響を及ぼすことで、そうした生を生きる患者自身の人格に対しても影響を及ぼしうるも

のであり、それは患者の「人格の統合性に対する脅威」（Cassell,1991,46）となりうるも

のである。ここでいう人格とは、人間が周囲世界の事物や他者と関わる中で自己自身を何

らかの存在として理解している、その自己理解のあり方のことである。我々は普段、身体

を通して周囲世界の事物や他者とさまざまな仕方で関係しているが、それらの関わりのう

ちで、自己自身を何らかの存在者として 仕事をする者として、父親として、友人とし

て 理解している。人格とはこのような自己の多様なあり方を包摂する一つの全体的か

つ統合的な自己を意味しているが、病いの体験はこうした人格のいくつかの側面に脅威を

もたらすことで、その人格の統合性に対しても深刻なダメージを与えうるものである。
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そして、まさにこのような人間の人格へと加えられるダメージが苦悩（suffering）と

呼ばれる現象である。キャッセルによれば、苦悩とは「人格の無傷性（intactness）を脅

かす出来事と結びついた苦しみの状態」（Cassell,1991,32）を意味しており、それは「人

格の差し迫った破壊が感知されるときに生じる」（ibid.）ものである。上述のように、患

者は病いによって自己の生の多様な局面に関して重大な影響を被り、自己の人格性にさま

ざまなダメージを受けるが、このような人格へのダメージは患者に苦悩をもたらす原因と

なる。たとえば、身体の機能不全によって日常生活の制限を受けた患者は、自らの社会的

役割を失い、社会生活に適応できず、他者との交流を阻まれることで、自己の誇りや自尊

心を失うかもしれない。また病気や治療によってこれまでの外見を失った患者は、自己の

身体的アイデンティティの変化に直面し、言いようのない苦悩を感じるかもしれない。さ

らに癌や進行性の障害の診断を受けた患者は、自己の未来の目的や希望を失い、不安や絶

望感のうちで過ごすことを余儀なくされるかもしれない。これらすべての出来事は、患者

が自らの病いによって自己の人格性を脅かされたことによって引き起こされる現象であ

る。苦悩とは、ある人間の人格が傷を受けることで生み出される固有の現象 であり、そ

れは人間の身体に定位した苦痛（pain）とは区別されるべき現象である。

以上、ここまでは病いという現象が患者にとっていかなるものであり、それが患者にい

かなる影響を及ぼしうるか、ということについて見てきた。もし病いが患者の生の諸局面

にさまざまな影響を及ぼし、それによって患者の人格に苦悩をもたらしうる現象であると

するならば、我々はこうした病いがもたらす影響や苦悩のあり方について、より具体的に

考察する必要があるだろう。医学、とりわけ生物医学モデルから解放された医学は、この

ような患者の生の体験やそこに内在する苦悩のあり方に焦点を当てることで、はじめて本

来の意味での人間的な医学になることができるように思われる。

３．病いの体験と苦悩

さて、それでは患者は病いによって具体的にいかなる影響を受け、それを通じていかな

る苦悩を抱えるのだろうか。ここでまず確認すべきことは、ある人が自らの「苦悩の源泉

としてどのような事柄を述べるかを予想することはできない」（Cassell,1991,31）という

ことである。ある特定の身体症状や痛みをもっていても、それがある人にとっては苦悩に

なりうるし、別の人では苦悩でないということがありうる。病いによって個人の生活が受

ける影響も、それによって本人が苦悩を感じるかどうかも、個々人の置かれている状況や

その捉え方によって異なるものであり、最終的にそれは個々の患者に尋ねてみるしかな

い。だが、人間の存在が一定の構造を有しており、病いがそれらの構造に影響を与えるこ

とで苦悩がもたらされる以上、これらの影響や苦悩のあり方を、人間存在のそれぞれの構

造に即して記述することは可能であるように思われる。以下では、病いが個人にもたらし

うる影響や苦悩のあり方について、ⅰ）環境世界との関わり、ⅱ）他者との関わり、ⅲ）
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身体との関わり、ⅳ）病いの意味という四つの観点から考察していくことにしたい。

ⅰ）日常生活の制限と役割の喪失

まず病いは患者の身体能力に影響を与えることで、患者の周囲世界に対する関わり方を

変化させる。先述のように、身体とは自己が周囲の世界へと関わるための媒体をなしてい

る。したがって、病いによって身体の状態が変化することは、まずもって自己が周囲世界

へと関わる仕方が変化することを意味している。患者が病いにかかると、患者の行動範囲

は限定され、周囲世界に対する空間認識も変化する。普段の習慣的な動作が制限され、周

囲の事物に対する関わり方が変化することで、身の回りの道具は 自己の可能性を制限す

るもの>として出会われるようになる。こうして病いによる身体の変化は、患者の周囲世

界への関わり方に変化をもたらし、普段の日常生活にさまざまな制限を加えるが 、その

場合、このような日常生活の制限は、患者がこれまで担ってきた社会的役割を遂行するこ

とをも困難にしてしまう。我々は日常生活（e.g.家庭や学校、職場など）において、さま

ざまな社会的役割 父親としての、親友としての、部下としての役割 を担っている

が、これらの役割はそれぞれに応じた一定の「社会的要求や行為規則、他者の世界からの

期待」（Cassell,1991,53）を暗黙のうちに含んでいる。我々は普段、これらの要求や期待

に応え、自らに課せられた役割を果たすことによって、自己の安定的なアイデンティティ

を維持している。だが病いによって身体能力が低下し、日常生活の活動が制限されると、

患者はそうした周囲からの期待や要求に十分に応えることができなくなり、自己に課せら

れた役割を果たせなくなる。このような病いによる社会的役割の喪失は、患者の人格に苦

悩をもたらす原因となる。たとえばトゥームズは、自らの障害によってもたらされた生活

状況の変化を次のように記している。

私には家事をするだけの余力がなく、さまざまな社会活動を継続することにも困難

を感じた。仕事から解放される特別の時間が必要だったし、ごく些細な作業をするの

にも他人の手助けが必要な日があった。こうしたことが自分ではどうしようもない事

柄であることは分っているが、しかし心の底では、自分がなすべきことを出来ていな

いことをさまざまな仕方で感じ取っていた。（Toombs,1995b,16）

この記述からも推測できるように、日常活動の制限によって、患者は自己に課せられた

役割を十分に果たせなくなり、そのことで自らの自尊心を失ったり、罪悪感を抱いたりす

ることがある。この自尊心の喪失は、とりわけ患者が職場での役割を失ったときに顕著に

現れる。一般に職場での役割を果たすことは、個人の安定したアイデンティティの維持に

つながり、自分の仕事を果たして報酬を得、自分の活動が社会的に認められることは、個

人の自尊心の維持につながっている。だが職場での役割を失うことは、こうした「仕事に
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おけるアイデンティティ、優れた仕事をすることで得られる報酬や社会的交流、自己の

技術や貢献に対する外部評価を失うこと」（Buckley,2008,16）を意味しており、その結果、

患者は自らの自尊心や誇りを失ってしまう可能性がある。

以上のように、病いは患者の身体能力を減少させ、日常生活の活動を制限することで、

患者が自らに課せられた役割を遂行することを困難にする。それは場合によっては、患者

の「人格の実質的な崩壊」（Cassell,1991,40）につながり、患者はさまざまな苦悩 自

尊心の喪失、罪悪感など を抱えることになる。

ⅱ）身体との関係

病いは日常生活の活動を制限するだけでなく、ときに自己と身体との関係を変化させ

る。繰り返し述べるように、身体とはそれを生きる主体にとって、因果的な法則性に従う

単なる物質ではなく、それを通じて世界や他者へと関わるための媒体をなしている。身体

とはそうした周囲の世界へと関わる媒体として、普段はそれとして意識せずとも自己の思

い通りに動いてくれる存在であり、その意味で、身体と自己とは通常、互いに切り離せな

い仕方で一体をなしている。

だが我々が病いにかかると、身体はもはや自分の思い通りに動かせるものではなくな

り、自己に敵対するもの、自己に抗う障害物として、患者はたえずそれを克服しなければ

ならなくなる 。自己の身体はもはや世界に関わるための媒体ではなくなり、何の作業を

するにせよ、それ自身を注意深く観察して制御しなければ、うまく遂行することができな

い。いまや身体は自己にとってコントロールのできない 他者>として出会われ、これま

で存在していた自己と身体との緊密な一体感は失われてしまう 。病いは、身体と自己と

のつながりに亀裂を作り、「身体と自己との根本的な統一性を破壊」（Toombs,1993,90）

してしまう。

このような病いによる身体と自己との分裂もまた、患者の人格に苦悩をもたらす原因と

なる。たとえば、患者はもはや自分のものとは思えない身体に結びつけられていることに

違和感をもち、そうした身体に自分が閉じ込められていることに疎外感を感じるか

もしれない 。あるいは、患者は自己の思い通りに動かない身体に「強い憤りを感じ、

それに痛みを加えたり、投薬を拒否したり、風呂に入らなかったり、酷使することで

自分の身体に罰を加えたりする」（Cassell,1991,57）かもしれない。我々の人格の統合性

が自己と身体との緊密な結びつきによって成り立っている以上、病いによる身体と自己と

の分裂は、患者の人格の統合性を脅かす深刻な脅威になりうるのである。

自己の身体への関わり方は、身体の外見が何らかの形で損なわれる場合にも変化しう

る。日常生活において、我々の身体は周囲の諸対象に関わるための媒体として機能してい

るだけでなく、同時に自己客体化の対象にもなっており、我々は普段、自己の身体を一種

の客体的な視線のもとで捉えている。この客体的な視線のもとで、我々は自己の外見や容
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姿についての一定の身体イメージ を形成しているが、その身体イメージは多くの場合、

我々のアイデンティティの一部を構成している。だが、もし病いによって自己の外見が変

化するならば、それはときに患者自身の身体イメージにも影響を与え、その結果、患者は

自己のアイデンティティの変化に直面せざるをえなくなる。バックリーが述べるように、

「体重の増加であれ減少であれ、筋力やスタミナの喪失であれ、髪の毛の喪失や発疹・に

きびであれ、病いの身体への影響は、あたかも自分が以前の自分を失ってしまったかのよ

うに感じさせる」（Buckley,2008,11）。およそ自己のアイデンティティが我々の人格の重

要な要素を占める以上、このような身体イメージや身体的アイデンティティの変化は、

我々の人格に対しても深刻な影響をもたらしうる。『イワン・イリッチの死』において、

トルストイは、イワンが義弟から自分の容姿の急激な変化について指摘された直後の彼の

心情を次のように描いている。

イワン・イリッチは戸に鍵をかけて、じっと鏡を眺めはじめた まず最初は正

面、それから横向きに映してみた。彼は妻と二人でとった写真を取り出し、それを鏡

の中の姿とひき比べて見た。それは恐ろしい変わりかたであった。やがて両腕を肘ま

でまくって、じいっと眺めたのち、また袖をおろした。彼はオットマンに腰をかけた

が、その顔は夜よりも暗かった。「こんな事を考えちゃいけない、こんな事を考えち

ゃいけない」とひとりごつなり、彼は飛び上がった。（トルストイ『イワン・イリッ

チの死』岩波文庫,1995,54）

ここでは、病いによる身体イメージや身体的アイデンティティの変化が、本人にもたら

す不安や恐怖感が描かれているが、このような身体的変化に伴う苦悩は、患者の外見が手

術や身体切断によって変化した場合にも生じうる。アーサー・フランクは睾丸摘出の手術

を受ける際に、自らが感じた苦悩を次のように回想している。

その夜、自分が手術後には同じ自分でなくなることは知っていた。それ以前にも、

化学療法が背中の腫瘍をうまく退縮させることは分かっていた。だが、たとえそうで

あっても、私はもはや同じ人間ではなくなるのだ。手術と化学療法は、私の身体を過

去とのつながりから取り戻しようのない仕方で断ち切ってしまうだろう。自分がどの

ような姿になるのかということを恐れることはなかった。だが、以前の自分が終わる

ことを悼む必要があった。それは自分の住みなれた場所に別れを告げるのに似てい

た。（Frank,2002,38）

以上からも分かるとおり、病いによる外見の変化は、患者の身体イメージや身体的アイ

デンティティに変化をもたらし、そのことによって、患者は自らの人格のうちにさまざま
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な苦悩 不安、恐怖、絶望感、喪失感など を抱える可能性がある。

だが、このような外見の変化によってもたらされた苦悩は、人間の身体に関する社会の

特定の価値観によってさらに強化される場合がある。トゥームズが述べるように、一般に

現代の文化は健康な身体、性的魅力、美しさ、若々しさに対して大きな価値を置いてい

る 。このような価値観の浸透した社会では、病気や障害によって変化した外見は、人々

の「理想からほど遠い」（Toombs,1995b,16）ものであり、それは「圧倒的に否定的な」

（ibid.)価値を帯びている。こうした社会の価値観は、それに影響された人々に、彼らに

対して拒否的な態度を取ることを促すとともに、彼らがあたかも社会的に低い価値しかも

たないかのような印象を強めてしまう。その結果、これらの価値観を自らのうちに内在化

させた患者は、自らの自尊心や自信を失うとともに、人々との交流からも撤退するように

なる 。

ⅲ）他者との関係

病いは周囲の世界や身体との関係を変化させるだけでなく、他者との関係にも変化をも

たしうる。その変化のあり方は、患者の関わる相手や患者の置かれた状況に応じて多様な

様相を示しうるが、その代表的なものとしては、周囲からの隔絶、孤立化、他者への依存

といった変化が挙げられる。

病いによって生じうる人間関係の変化において、最も特徴的といえるのが周囲の人々か

らの隔絶と孤立化である。病いにかかった患者は、多かれ少なかれ周囲の人々との交流か

ら遠ざかる傾向を示すが、それは患者自身がそれを欲する場合もあれば、そうでない場合

もある。

患者と周囲の人々との間に隔絶が生じるのは、患者自身の疲労や意欲喪失、抑鬱感など

が原因となる場合もあるが、それ以外の原因としては、病気による身体能力の制限が挙げ

られる。たとえば、病気によって身体能力が低下し、日常生活の活動が制限されると、患

者は「しばしば、以前に自分たちを友人、家族、世界全般につなぎ止めていた諸々の活動

や関心事に参加することができなくなり」（Buckley,2008,20）、その結果、他者との交流

の機会が減少してしまう。また視力障害や聴力障害の患者は、周囲の感覚情報をうまく処

理することができないため、他者とのコミュニケーションに困難を感じるようになる 。

車椅子で移動する患者は、たとえばパーティーでは上を見上げて大きな声で話さなくては

ならないため、「そうした場面でのコミュニケーション自体が努力を要するものになる」

（Murphy,1990,91）。こうして身体能力の制限は、患者の社会活動やコミュニケーション

の機会を大幅に制限し、結果として患者は周囲の人々との交流から隔絶してしまう。

患者が自己の身体の外見に何らかの恥辱感をもつことも、周囲との交流を妨げる原因に

なる。たとえば、外出のために歩行器をつけなければならない女性が、恥ずかしさのため

にあえて歩行器をつけようとしない場合や 、失禁管理をしなければならない患者が公衆
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の面前で悪臭を放つことを怖れて外出しようとしない場合 などがそうである。このよう

な場合、「公衆の面前で屈辱を受けるかもしれないという怖れがあまりに大きいため、苦

悩を抱える多くの患者は、あえて気まずい思いをするリスクを冒すよりも、単純に社会か

ら退くことを選択する」（Toombs,1995b,18）。

また周囲の人々も、病気の患者に対してどのように応対すべきかがよく分からないた

め、彼らと交流することに戸惑いを感じることがある。バックリーが述べるように、「あ

る人々は重病にかかっている友人や家族を避けようするだろうし、他の人々は、〔患者と

の〕コミュニケーションが怒り、悲しみ、抑鬱、自己防衛などの感情を生み出して、双方

が不愉快な気分になるのを心配するために、病気についてあえて話そうとしない」

（Buckley,2008,21）。このような周囲の人々の戸惑いもまた、双方の間のコミュニケーシ

ョンを妨げる大きな要因になる。

以上のような仕方で、病いは患者が他者と交流することを妨げ、患者を周囲の人々から

遠ざけるようになるが、このような周囲の人々との隔絶は、患者にさまざまな苦悩をもた

らす原因となる。もはや社会活動に参加できなくなった患者は、自分がこれまで担ってき

た役割を果たすことができないために自尊心を失うだけでなく、それによって自分だけが

日常生活から外れているかのような疎外感や孤独感をもつかもしれない。コミュニケーシ

ョンの能力が制限された患者も、他者との交流の機会が減少することで、そのような孤立

的状況に陥る可能性がある 。また自らの外見に恥辱感をもつ患者は、周囲との交流を避

けることで孤立感を感じるだけでなく、自己に対する低い価値評価から、自らの自尊心や

自信を喪失するかもしれない 。およそ人間は他者との交流の中ではじめて自己の存在意

義を見出しうる存在である以上、こうした周囲の人々からの隔絶は、彼らの人格に少なか

らずの苦悩をもたらしうるのである。

病いによってもたらされる人間関係のもう一つの大きな変化は、周囲の人々への依存が

増大することである 。自由に動くことのできない患者は、身の回りの世話に関して家族

や医療スタッフの援助を受けねばならず、社会生活においてもさまざまなサポートを期待

しなければならない。彼らが周囲の人々からこれらの援助を受けることは、 たとえそ

れが健康になるためには必要なことであるとはいえ 彼らの他者への依存を増大させる

とともに、周囲の人々、とりわけ専門的な技能や知識をもつ医療スタッフとの関係を不均

衡なものに変えてしまう 。このような他者への依存や不均衡な人間関係も患者に苦悩を

もたらしうる。たとえば、患者は他者への依存を増大させることで、自らの自由や自律の

能力を喪失したかのように感じ、一人の自律した人間としての自己の価値が低下したかの

ように感じるかもしれない 。また医療専門家との不均衡な人間関係は、患者が自己の状

況を認識する力や自己の状況をコントロールする力を弱めてしまい、結果として、患者の

自律的な自己選択能力を制限することにつながる。自己の処置に関するほとんどの決定を

他人に委ねなければならない患者は、自己に対するコントロール感を喪失し、自らの力で
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主体的に生きる意欲を失ってしまうかもしれない。

４．病いの意味と苦悩

以上、ここまでは、病いが患者の生の多様な局面に及ぼしうる影響と、それに伴って生

じうるさまざまな苦悩のあり方を見てきた。だが病いが患者に苦悩をもたらすのは、それ

が患者の生の諸局面に直接的な影響を及ぼすことによるだけではない。そもそも病いと

は、それを生きる患者の体験であると同時に、それぞれに固有の意味を有するものであ

る。そして、この病いがもつ意味もまた、患者の生にさまざまな影響を及ぼし、それによ

って患者に苦悩をもたらすことがある。以下では、病いの意味を、病
・
い
・
の
・
個
・
人
・
的
・
意
・
味
・
（病

いが個々の患者にとって有している意味）と文
・
化
・
的
・
意
・
味
・
（病いがある特定の文化集団にと

って有している意味）とに分け 、これら各々が患者の生に与える影響や苦悩のあり方に

ついて考察していくことにする。

ⅰ）病いの個人的意味

病いの個人的意味とは、病いがそれを生きる患者自身にとって有している意味である。

それでは、この病いの個人的意味とはいかなるものであり、患者にいかなる影響を与えう

るのだろうか。

ある病気にかかったとき、我々は通常とは異なる身体症状（苦痛や機能不全など）を体

験するが、多くの場合、我々はそれらの症状をし
・
か
・
じ
・
か
・
の
・
病
・
気
・
の
・
症
・
状
・
と
・
し
・
て
・
意味づけ、解

釈しようとする。たとえば、「尿道炎の症状をもつ患者は、自らの苦痛を 淋病>として、

もしくは淋病の可能性があるものとして経験する」（Engelhardt,1982,146）かもしれず、

胸部の痛みは、ある患者にとっては 心臓病>を意味しているかもしれない 。このよう

に現代の科学的な知識の影響を受けた我々は、病いにおいて単にそのつどの身体症状を体

験するだけでなく、それらの症状を ～の疾患の症状>と
・
し
・
て
・
解釈 むろんその解釈は

最終的には診断によって確定される していることが多い。そしてその場合、それらの

身体症状には、医学的な疾患概念に関連するさまざまな意味が付与されている。

だがその場合、こうした身体症状に付与された病いの意味は、医学的な予後に関する知

識をも含んでいる。したがって、患者が自分の症状を何らかの病気（疾患）として意味づ

けた場合、患者は自らの予後に関する知識に基づいて自己の未来を事前に予測し、解釈す

ることができる。もしその予測的解釈が患者にとって望ましくない未来像を含んでいるな

らば、その患者の人生設計は深刻な打撃を受けるかもしれない。たとえば、自分の身体症

状を重度の身体障害につながる可能性があると意味づけた患者は、これまで自分が抱いて

いた人生設計を根本的に修正する必要性に迫られるかもしれない。また自分の「ひどい胃

痛を心臓病であるかもしれないと考える人は、その経験を自分の人生設計を変更する可能

性のあるものとして、もしくは自分の人生を終焉させるものとして生きる」（Engelhardt,
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1982,146）ことになるだろう。

このような自己の症状や自己の未来に関する患者自身の意味づけは、その患者に対して

そのつどの身体的症状や苦痛とは別の意味での苦しみをもたらしうる。たとえばアーサ

ー・フランクは、自分が 癌>であると告げられたときの精神状況を次のように語ってい

る。

自分が癌だと告げられたとき、どのような気分になっただろうか。まず未来が消え

去った。愛する者の顔も二度と見ることができなくなる。私は非現実的であるが、そ

れでも真実味をおびた悪夢の中を歩いていた。こんなことは起きるはずはない。しか

しそれは現に起きていて、これからも悪化していくのだ。私の体は砂のように崩れて

いった。私は私自身の中に、私の病気の中に沈んでいくようだった。（Frank,2002,27)

ここからも窺えるように、自己の状態を 癌>と意味づけた患者は、これまでもってい

た未来像を失い、極度の不安や絶望感に襲われる可能性がある。患者は自己の未来の展望

に強い不安や恐怖感を抱くとともに、これまで自分が抱いてきた人生設計に根本的な修正

を迫られ、それによって未来の目的や希望をも喪失してしまうかもしれない。

もし患者が進行性の慢性病を患っている場合には、患者の不安や恐怖感は、未来に関す

る不確実性の感覚に彩られたものになる。トゥームズは自らの障害の診断後に感じた不確

実さの感覚について次のように語っている。

おそらく多発性硬化症の患者が直面する最大の試練は、持続的に進行する不確実性

とともに生きることを学ぶことである。診断の瞬間から、未来は問題を孕んだものと

して想定されるようになる。次の発作がいつ起きるのか、どれだけひどいものになる

のか、どれだけ続くのか、それが今後にどのような影響を及ぼすのか、後遺症を残す

障害なのか、それともさらに悪化していく障害なのか、治療はうまくいくのか、長期

的な予後はどのようなものなのか。こういった事柄については誰も分からない。これ

からの日々が活気に満ちたものになるのか、それとも異様なほど疲れた日々になるの

か、… それについても誰も分からない。（Toombs,1995b,20）

このような未来に対する不確実性の感覚は、患者が「未来の目的に向けて自己を投げか

ける能力に深刻な影響を与え」（ibid.)、「長期的な未来の目標は大部分が無意味なものに

なってしまう」（ibid., 21）。患者は自己の不確定な未来に対して強い不安と恐怖を抱きな

がら、そのつどの現在を生きていかなければならない。

以上のようにして、病いの意味は患者の未来像に影響を与え、患者にさまざまな苦悩を

もたらしうるが、この病いの意味は個人の過去の経験とも密接に関係している。というの
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も、一般に人間が自己の状況をどのように意味づけ解釈するかは、その人の過去の経験の

あり方によっても大きく規定されるからである。我々の過去の経験は、単に現在から切り

離された記憶として貯蔵庫に保存されているのではなく、現在の体験にさまざまな仕方で

影響を及ぼし、「現在の出来事に割り当てられた意味に関与」（Cassell,1991,38）してい

る。したがって、ある患者が自己の症状や体験にいかなる意味を付与し、それによってい

かなる苦悩を感じるかは、その患者のこれまでの病歴や人間関係のあり方によっても左右

されることになる。たとえば、以前に心臓発作を起こした病歴のある人は、数年後に胸部

の痛みを感じたとき、それを心臓発作の再発と考えて怖れを抱くかもしれないが、そのよ

うな病歴のない人は、それを単なる消化不良によるものと解釈するかもしれない。また、

「自分の母親が乳癌で死んだのを看取った女性は、もし自分の胸にしこりを発見したなら

ば、疑いなく怖れを抱くだろうが、とくに家族に乳癌の病歴がない人の場合には、たとえ

乳繊維線種を患っていても、それほど動揺することはない」（Toombs,1995a,16）だろ

う。このように、患者の過去の病歴や人間関係は、患者のもつ病いの意味に影響を与え、

それが患者のもつ苦悩のあり方にも影響を及ぼすことになる。

さらに病いの個人的意味は、個々の患者がその時々に置かれている生活状況によっても

規定される。ここでいう生活状況とは、個々の人間が自らの過去の歴史や未来の人生設計

を踏まえつつ、そのつどの現在において築き上げている関心事や欲求、義務や責任の体系

のことである。この生活状況は、個々の人間がある時点において何を重要とみなし、何に

関心をもち、何に対して義務や責任を感じているかを規定している。したがって、ある人

が何らかの病いにかかった場合、その病いがその患者にとっていかなる意味を有している

かも、その患者がその時点においていかなる生活状況に置かれ、いかなる事柄に関心や責

任をもっているかによって左右される。たとえばトゥームズが述べるように、関節炎は多

くの人々にとっては日常生活上の多少の困難や不快感を意味するにすぎないが、「プロの

ピアニストにとっては、言いようのない苦悩を意味するかもしれない」（Toombs,1993,

43）。あるいは、前立腺や子宮の疾患によって自己の生殖機能を失うことも、高齢の老人

と独身の若者とでは異なる意味をもつことだろう。病いが患者にとっていかなる意味をも

ち、それが苦悩をもたらす病いであるかどうかは、個々の患者のこれまでの経歴や現在の

生活状況によっても大きく左右されるのである。

ⅱ）病いの文化的意味

病いの意味には、以上のような個々の患者にとっての個人的意味だけでなく、病いに関

する文化的意味も含まれている。病いの文化的意味とは、ある特定の社会に属する集団が

さまざまな病いに対して抱く信念や表象、価値判断などの体系のことである。この病いの

文化的意味は、個々の人々が特定の病いに対して抱いている信念や価値評価をもとにし

て、社会的・歴史的に徐々に形成され、受け継がれてきた文化表象の体系であり、その意
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味で、それは病いに関する医学的知識の体系とは本来、別の次元に属するものである。そ

のため、病いの文化的意味には多かれ少なかれ、現実の病気のあり方とは関わりのない表

象や価値判断が含まれており、それが特定の病いを患う人々に対して一種の偏見として機

能する場合には、患者に対して大きな苦悩をもたらす可能性がある。

こうした病いの文化的意味の中でも、とりわけ現代社会において力強い象徴的意義を有

しているのが、癌やエイズなどの病気である 。すでにソンタグが指摘したように 、と

りわけ 癌>という病気には、現代の人々によってさまざまな表象が付与されてきた。そ

れは病人の体を攻撃し、徐々に蝕んでいく「無敵の略奪者」（Sontag,1990,7）であり、

それにかかった病人は生きる意欲や情熱を奪われ、徐々に衰弱しながら悲惨な死を遂げ

る。癌という病気には、このような否定的な表象が付与されてきただけでなく、その病気

にかかった人々を道徳的に咎めるかのような価値評価 もなされてきた。彼女によれば、

癌は「心理的な挫折感をもつ人々、感情表出の苦手な人々、抑圧のある人々 とくに怒

りや性的感情を抑圧している人々 がかかりやすい病気」（ibid.,100）であり、癌にか

かることは、そのような性格を自分で修正することができない本人の自己責任であるとさ

れる。あるいは癌は誤った生活習慣（e.g.自発的な喫煙行為）によって生じるものであ

り、そうした誤った生活習慣によって引き起こされたものである以上、やはりそれは本人

の自己責任であるとされる 。

こうして癌という病気には、道徳的なニュアンスを含めた否定的な表象が付与されてき

たのだが、このような否定的な表象は、周囲の人々の癌患者に対する態度をよそよそしい

ものにするだけでなく、これらの表象を自らのうちに内在化させた患者にも深刻な影響を

もたらす 。というのも、このような癌に対する否定的な表象は、もし患者がそれらを自

らのうちに内在化させた場合には、彼らが自らの自己評価を貶め、罪悪感や羞恥心のよう

な感情を抱くことにつながるからである。実際、ソンタグ自身も自分が癌患者になったと

き、「この病気になったという評判そのものが、本人の苦しみを増大させる」（ibid., 100）

ことを実感しているが、彼女によれば、癌患者の人々は「自分たちの病気に対する嫌悪感

とある種の恥ずかしさを口にする」（ibid.）という。睾丸腫瘍を患ったアーサー・フラン

クも、自身が癌の副作用で頭髪を失ったときに、それを一種のスティグマ（＝烙印）の象

徴のように感じ、そうした自己認識によって引き起こされた苦悩を次のように描いてい

る。

私は髪の喪失そのものよりも、この喪失が意味したことにいっそう困惑した。がん

は禿げることを烙印に変えた。他人はその顔を見て、私をがんの犠牲者とみるだろう

と想像した。禿げることによって人は犠牲者、患者、受難者という受け身の状態にお

ちいる。かつらをつけている女性ですらこの烙印を感じる。それがかつらをつける理

由になっているのだから。（Frank,2002,93）
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このような場合、患者はそのつどの身体症状によって苦しむだけでなく、また病いの個

人的意味によって苦悩を感じるだけでなく、さらには病いの文化的意味に含まれる否定的

表象によっても苦しみ、それに対処することを迫られることになる。

病いの文化的意味が個人に苦悩をもたらす例として、もう一つの代表的な例が障害であ

る。障害は個人的なレベルにおいても、障害者の人々にさまざまな影響を及ぼしうるが、

障害のもつ文化的意味、つまり周囲の人々が 障害>に対して抱く文化表象も、障害を負

う人々に苦悩をもたらす可能性がある。たとえば、自らも身体麻痺の障害を負うマーフィ

ーによれば、アメリカにおいては そして日本においてはアメリカ以上に 身体障害

はスティグマの象徴とみなされ、障害者は周囲の人々に恐怖や脅威をもたらす存在、「失

敗、脆弱さ、去勢の生きたシンボルであり、正常なるものの否定として、その人間性その

ものが疑われる存在」（Murphy,1990,117）とみなされているという。障害者とは自分た

ちとは異なるいわば「半人間的な存在」（ibid.,118）であり、彼らの社会的地位も健常者

たちよりも一段低いとみなされる 。人々は彼らに対する恐怖感や嫌悪感から、「視線を

避けたり距離を置いたりといった忌避行動」（ibid.,119）をとり、彼らを「まるでそれが

うつるかのように」（ibid.）扱おうとする。

このような障害に対する偏見や低い社会的評価は、障害に対して付与される文化表象の

一種であり、広い意味での病いの文化的意味に含まれるものである。マーフィーによれ

ば、このような障害の文化的意味は、個々の障害者に対してさまざまな影響をもたらしう

るが、彼はその影響として、ⅰ）自尊心が損なわれて自己の評価が低下する、ⅱ）障害が

思考の全幅を占める、ⅲ）激しい怒りが底流にある、ⅳ）自ら欲せざる新しいアイデンテ

ィティの獲得、という四つの影響を挙げている 。彼によれば、障害者は周囲からの低い

価値評価によって、自己の存在に恥と罪の感情を感じ、それが彼ら自身の自己評価を低い

ものにするのだという 。そのことで彼らは周囲との交流を断ち、孤独のうちに身を置く

ことになる。怒りという点に関しては、彼らは一方で「自らの宿命に対するやりどころの

ない憎しみ」（ibid.,106）を感じ、他方では「何かをしようとしてできないという挫折感

や他の人に正当に扱われないという不満」（ibid.）を感じるという。

以上のような障害に対する周囲の人々の低い価値評価は、その背後にある現代社会に特

有の価値観とも密接に関係している。トゥームズが述べるように、現代の文化は、「何かを

すること」、たとえば、「何かを生産したり、ある職業的地位に到達できる能力」（Toombs,

1995a,14）に高い価値を置いている。したがって、このような高い生産性に寄与するこ

とのできない障害者や病人たちは生産性の低い人々とみなされてしまい、そうした周囲の

人々による低い社会的評価が彼らから自尊心や誇りを奪ってしまうことになる。また現代

社会が個人の自律や独立心に高い価値を置くことも、彼らに苦悩をもたらす原因となる。

というのも、個人の自律的な生活に高い価値を置く社会では、「他人に依存することは弱

さとみなされ」（ibid.）、その結果、自律的な生活を送ることのできない人々は、社会的
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に低い価値評価を甘受せざるをえないからである。

以上のように、病いの文化的意味は特定の病いを患う人々にさまざまな否定的表象を付

与し、それによって周囲の健常者と彼らとの間に人間的な距離を生み出す。とりわけ癌や

エイズ、障害などを患う人々は、自分たちに付与された文化的意味を自らのうちに内在化

させることで、自らの自信や自尊心を喪失するとともに、罪悪感や羞恥心、挫折感、自己

自身と周囲に対する怒りなどの感情を抱くことになる。

５． 苦悩の癒し>としての医学

以上、本稿では病いが個々の人間にもたらしうる影響や苦悩のあり方について考察して

きた。これまで述べてきたように、病いは人間の生の多様な局面 世界への関わり、身

体への関わり、他者への関わり にさまざまな影響をもたらし、それがその病いを生き

る患者の人格に対して苦悩 自尊心の喪失、罪悪感や恥辱感、孤独感や疎外感、未来へ

の不安と恐怖、怒りなど を引き起こす。病いとは決して人間の身体の一部において生

じる病理学的異変であるだけでなく、病いを生きる当人がこれらの影響や苦悩を自ら引き

受けつつ生きていく経験である。むろん、このような病いがもたらす影響や苦悩をどのよ

うに受けとめるかは、個々人によって違ってくるであろうし、これまでの議論は、あくま

でも病いがもたらす影響についての一般的な傾向を指摘したものにすぎない。しかしなが

ら、少なからずの患者が現にこれらの影響や苦悩を引き受けて生きている限り、我々はこ

うした患者の生のあり方をできるかぎり理解し、適切な配慮をすることが求められるだろ

う。それでは以上の考察から、医療という文脈において、我々には彼らに対するいかなる

関わりが求められるのだろうか。

先述のように、現代医学は人間の身体に関心をもち、身体内部の病理学的異変を発見し

て治療することを主眼としてきた。だが、このような人間の身体とその疾患の治療への焦

点化は、病いが個々の患者にもたらす影響や苦悩のあり方に医師たちが関心を払うことを

妨げる可能性がある。もし病いがこれまで述べてきたように、個々の患者の人格にさまざ

まな苦悩をもたらしうる出来事であるならば、医学は身体の疾患を治療するという従来の

目的と並んで、病いによって引き起こされる患者のさまざまな苦悩に向き合い、それらを

理解し、それらを 癒す>という目的をもたなければならないだろう。病いにかかった患

者は、自らの病気によってもたらされた生活上の影響や苦悩が医療によって解消される、

あるいは少なくとも癒されるという期待をもって医師に向かい合う。ペレグリノが述べる

ように、こうした患者の「期待は、専門家たちが病いを患う人に向き合い、彼らに手を差

し伸べようとするときにはいつでも、〔彼らに対する〕約束となっている」（Pellegrino,

1982,160）のであり、そのような約束に応答することが、医療に従事する人々の道徳的責

務をなしている。患者と対面することから生じる約束 それは個々の患者の病いの体験

をできるかぎり理解し、彼らの苦悩を癒すこと（healing）である。苦悩を癒すとは、病

－ 54 －

病いの苦悩と癒し 病いについての哲学的-人間学的な考察



いが個々の患者にもたらしたさまざまな苦悩を緩和し、患者が「平静の感覚と人格的な統

合性を取り戻す、もしくは維持する」（Toombs,1995a,13）ことができるようにすること

である。このような患者の苦悩の緩和と人格的統合性の回復こそが、医学の本来の目的を

なしているのであり、この目的を果たすことによって、はじめて疾患の治療も十分な意義

をもつといえる。もしかりに患者が疾患の治療によって苦悩から回復されないか、もしく

はより一層苦悩を増大させるとすれば、たとえ治療が成功したとしても、それは医学の目

的を十分に果たしたとはいえない。

それでは、以上のような目的を果たすために、我々にはどのような対応が求められるの

だろうか。本稿では紙数の制約上、詳細な議論をすることはできないが、以下ではこの点

に関する基本的な方向性を確認した上で、議論を終えることにしたい。

これまで述べてきたように、患者の人格に苦悩が生じるのは、病いが患者の生のあり方

に大きな影響を及ぼし、それが患者の人格に深刻なダメージを与えるからである。したが

って、個々の患者の苦悩を緩和するためには、「病いがそれを患う人の人間性に傷を与え

る仕組みに対処し、それを緩和する」（Pellegrino,1982,160）ことが必要となる。言い換

えれば、医療専門家たちは、病いが患者の生のどの局面にいかなる影響を及ぼし、それが

その患者にいかなる仕方で苦悩をもたらしているのかを的確に把握した上で、そのプロセ

スに関与する必要がある。たとえば、患者が病いによって自らの社会的役割を失い、自尊

心や自信を喪失している場合には、彼らが自分たちに可能な範囲で社会的活動に従事でき

るように援助することが必要になる。また患者が病いによって家族や周囲の人々と隔絶

し、孤独感や疎外感を感じている場合には、彼らが再び人間的なつながりを回復できるよ

うに、周囲からの積極的なサポートをすることが求められるだろう。患者が病いの意味に

含まれる深刻な未来像に直面し、自己の未来に対して強い不安や恐怖感を抱いている場合

には、彼らの有している病いの意味を共有し、それについて十分に話し合うことで、彼ら

が自分たちの未来に対して十分なコントロール感や安心感をもつことができるように援助

していく必要があるだろう。そして彼らが周囲の人々からの偏見や低い価値評価によって

自らの自尊心や自信を喪失している場合には、彼らがそうした不当な偏見や先入観から解

放されて、自分たちに固有のアイデンティティを取り戻すことができるように助言をして

いく必要があるだろう。また、かりに彼らに苦悩を引き起こす原因となる生活上の諸々の

影響を十分に取り除くことができないとしても、患者自身がそれを一つの生き方であると

認め、彼らが「いかなる避けられない限界のうちでも、できる限り充実した生を送ること

ができるように」（Toombs,1995a,13）励ますことが必要とされるだろう。

いずれにせよ、ここで大切なのは、病いが個々の患者の生に及ぼしているさまざまな影

響やそれに伴う苦悩の様態を理解し、それに対して適切な対応ができること、そしてそれ

により個々の患者が一人の人格としての統合性を維持もしくは回復できるようにすること

である。医学はこのような目的の実現を目指すことで、はじめて従来の生物医学モデルか
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ら解放された、真に人間的な医学になることができるように思われる。そしてまた、医学

がこのような目的を実現することができるためにも、病いを生きる患者の生のあり方への

洞察を深め、その苦悩の諸相を解明しようとする病いの哲学的・人間学的な考察は、今後

とも重要な意義をもち続けるであろうと思われる。

たとえば緩和医療では、「苦痛（pain）」という用語は、精神的痛み・社会的痛み・霊的痛みなど

を含む広い意味で使用されているが、一般的には、この語は身体的苦痛と結びつけられて使用さ

れることが多い。したがって、本稿ではさしあたり「苦痛」を身体的苦痛に限定し、それ以外

の、個人の人格に関わる苦しみ全般を「苦悩（suffering）」と呼ぶことにする。

Cassell,1991,32.
たとえばアーサー・フランクは次のように述べている。「ある人が患者になると、医師は彼の身

体を占拠するが、彼らの身体の理解は、患者の身体をこれからの人生から切り離していく。…

医学は痛みが人生において何を意味するのかということに関心をもたない。医学は痛みを病気の

兆候としてしか見ることができないのだ。」（Frank,2002,52）

拙論「身体と病いの経験 病いの体験の現象学」（『総合教育センター論集』vol.1,2010）p.38

を参照のこと。

ここで留意するべきは、人格のもつ苦悩を心の内部に生ずる主観的な現象と解してはならないと

いう点である。心身二元論の想定に基づいて、我々は人間を身体と精神に区分し、身体以外の領

域に起こる現象を、心の内部の主観的な現象であると考える傾向がある。だが人間とは、自らの

身体をもって周囲世界の事物や他者へと関わる存在として、もともと身体と精神に分けることの

できない統合的なあり方をしている。したがって、我々は苦悩という現象を、人間の心の内部に

生ずる主観的な状態と捉えるのではなく、人格という統合的な自己存在に引き起こされる固有の

現象として捉えなければならない。

拙論「身体と病いの経験 病いの体験の現象学」（『総合教育センター論集』vol.1,2010）p.39-

44を参照のこと。

Toombs,1993,72.
拙論「身体と病いの経験 病いの体験の現象学」（『総合教育センター論集』vol.1,2010）p.44-

47を参照のこと。

Toombs,1993,90.
ギャラハーによれば、この身体イメージは意識のいくつかの志向的状態から成り立っているとさ

れるが、それは大きく分類すると、a）自己の身体に関する知覚経験、b）身体一般についての概

念的理解、c）自己の身体に対する感情的態度の三つの要素に分けられる（Gallagher,2001,
150）。本論の文脈では、主にa)とc）の要素が関わっているが、ここで重要なのは、これらの身

体イメージが、個人のアイデンティティの形成や維持において重要な役割を果たしているという

点である。

Toombs,1995b,16.;2004,646.
この点は、後述する「病いの文化的意味」に関する議論とも密接に関係している。本稿、第4

節－ⅱ）の項目を参照のこと。

Toombs,1993,68.

Murphy,1990,92.

Toombs,1995b,18.

Buckley,2008,20ff.

Toombs,1995b,18.

Frank,2002,67.

Pellegrino,1982,159.
このような自律の喪失によってもたらされる自尊心の喪失は、後述するように、個人の自律的な

生活に高い価値を置く現代社会一般の価値観によってさらに強化される。本稿、第4節－ⅱ）の

－ 56 －

病いの苦悩と癒し 病いについての哲学的-人間学的な考察



項目を参照のこと。

この分類については、Toombs,1995a,14.;1995b,6.を参照のこと。

Cassell,1991,37.
病いに対して否定的な表象が付与される例として、現代において特筆すべきもう一つの代表的な

例がハンセン病である。周知のとおり、ハンセン病患者は他者への伝染性がほとんどないにもか

かわらず、歴史的に不当な差別や偏見の対象となってきた。日本においては長年、彼らに対する

強制隔離政策がとられてきたが、このことは病いの文化的意味が国家的な政策にまで影響力を行

使しうることを示す顕著な例である。

cf.Sontag,1990.
患者に対してこのような道徳的評価が付与されるもう一つの典型的な例がエイズである。エイズ

患者に対して付与される文化的意味の詳細については、Sontag,1990.を参照のこと。

Frank,2002,95.

Cassell,1991,39.

Murphy,1990,120.

ibid.,108.

ibid.,167.
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